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主な記事 

・「厚真っ子大集合！」開催 

・厚真町スピードスケート記録会 

・町民スケートリンク利用案内 

・厚真町教育フォーラム報告② 

・来季英会話教室開催案内 

・室内ソフトボール大会開催案内 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 
「第３９回厚真町スピードスケート記録会」    今年の町民スケートリンクの利用は次のとお

を開催します。参加する児童・生徒へ大きな声   りとなっています。 
援をお願いします。                皆さんのご利用をお待ちしています。 
 
◆と き 平成３１年２月２日【土】       ◆利用期間 
     開会式 ：午前９時００分から      平成３０年１２月下旬〔予定〕から 

   競技開始：午前９時３０分から      平成３１年 ２月２８日【木】まで 
        （開会式終了後開始）    ◆利用時間 

     中止の場合は２月３日【日】に順延    午前９時００分から午後８時００分 
◆ところ 町民スケートリンク（新町）       ※１２月３１日は午前９時～正午まで 
◆問合せ 教育委員会社会教育グループ       ※１月１日～３日は午後１時～午後４時まで 

  ☎２７－２４９５            ※天気や気温等により利用期間が変更になる 
                          場合もあります。 
                        ◆問合せ 

☎２７－３７７５（スポーツセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 １１月１８日（日）、札幌市中島体育センターで「厚真っ子大集合！」が開催され、町内の小学生と
保護者など、合わせて１６０人が参加しました。本企画はコンサドーレ札幌に所属していた曽田雄志さ
んが代表を務める「Ａ-Ｂａｎｋ北海道」の主催で 
実現しました。 
当日、子どもたちと保護者は厚真町から札幌市内 

の会場まで大型バスで移動し、北海道日本ハムファ 
イターズなどの憧れのプロスポーツ選手と交流しま 
した。 
 なお、本企画はインターネットを使い資金を募る 
「クラウドファンディング」によって資金が集めら 
れました。多くの方の善意により、会場には子ども 
たちの明るい笑顔があふれていました。      

 
・北海道日本ハムファイターズ ：田中賢介選手 
 （野球）           鶴岡慎也選手 
・北海道コンサドーレ札幌   ：石川直樹選手 
 （サッカー）         早坂良太選手 
                兵藤慎剛選手 
・鹿島アントラーズ（茨城県） ：西 大伍選手 
 （サッカー） 
・ヴォレアス北海道      ：古田史郎選手 
 （バレーボール）       辰巳 遼選手 

 

 

 

写真撮影・提供：Kazuki Takahashi氏 
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【特集】 

８月６日（月）、総合福祉センター大集会室で小中一貫教育を目指す厚真町のこれからの教育や

厚真の子どもたちについて語り合う「厚真町教育フォーラム」が開催されました。このフォーラム

には、地域の方々、小中学校の保護者、教職員など合わせて約９０人が参加しました。今回は、そ

の中で参加者間で行われたワークショップの概要をお知らせします。 

≪厚真の教育と子どもの姿≫ 

☆何事にも前向きに取り組む。家庭の協力・教育力は素晴

らしい。 

☆函館から転校してきた。宿題も多い、ノートもしっかり

書いていて、なくなるのが早い。それだけ勉強を頑張っ

ている。 

⇒素直で一生懸命といった厚真の子の良さや、厚真町で取

り組んでいる英語教育、コミュニティ・スクール等の取

組など学校の教育の良さが取り上げられました。 

 

≪厚真の子どもの課題と展望≫ 

☆勉強も友達関係も良好だが、他の町へ行った時、打たれ

弱いのではないか。 

☆高１クライシス（※）が話題となっているが、今までと

違う集団になじめないのではないか。 

☆地域学習・体験学習を通して「地域を語れる子」になっ

てほしい。 

☆コミュニケーション力があり、自信を持って自分や地域

を語れる子を育てて欲しい。 

☆これから求められるコミュニケーション力として英語

にも力を入れて欲しい。 

 
↑ 講話のまとめ 

 

↑ ワークショップで厚真の子ど

もたちについて語る参加者 
※高１クライシス…高校進学後、学習や生活面での大きな環境変化に対応できず、生徒が不登校に陥ったり退学したりする現象。 

厚真町立小中学校は、夏季休業中の学校閉庁日に引き続き、冬季休業中の１月４日（金）についても

学校閉庁日になります。 

【学校閉庁日】 平成３１年１月４日（金） 

【学校閉庁日を設ける目的】 

 ・教職員の心身の健康増進及び休暇取得の促進（ワークライフバランスの向上） 

 ・冬季期間における省エネルギーの推進 

【年末年始のお休み期間】 

 ・年末年始休暇及び休日を合わせ、１２月２９日（土）～１月６日（日）の９日間は町内の各小中学

校はお休みになります。 

【その他】 

 ・緊急時の場合は、学校が提示する連絡先にご一報ください。 

 ・学校開放による体育館の使用もこの期間（９日間）はできません。 

【問い合わせ先】 教育委員会生涯学習課 学校教育グループ（☎２７－２４９４）  
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 冬期間の町民の健康・体力づくりと町民同士の触

れ合いを目的として「第２４回室内ソフトボール大

会」を開催します。皆さんの参加をお待ちしていま

す。 

◆と き  ２月１２日【火】～１５日【金】 

      開会式  午後６時から（初日のみ） 

      第１試合 午後６時３０分開始 

      第２試合 午後７時３０分開始 

      第３試合 午後８時３０分開始 

◆ところ  あつまスタードーム 

◆出場資格   町民または町内の職場・学校に所属す

る方で中学生以上の方。職場・自治会・

グループなどチーム編成は自由です。 

ただし複数チームへの選手の２重登録

はできません。 

◆監督会議  ２月４日【月】午後６時 

◆申込み  １月２８日【月】午後５時までに各自

治会や前年度出場チームに配布の申込

み用紙に記入し下記宛に提出してくだ

さい。（先着１２チーム） 

◆問合せ   教育委員会 社会教育グループ 

☎２７－３７７５（スポーツセンター） 

 

＿ 

１１月２７日に開催された定例教育委員会の

会議内容についてお知らせします。 

◆報告事項 

第５回町議会臨時会、平成２９年度決算審査特

別委員会、スクール・サポート・スタッフ（道

費）の各学校への配置、避難所となっていた各

学校の体育館の明け渡し、あつま土曜楽校・あ

つまっ子ふるさと教室、週末こども広場・放課

後子ども教室スペシャル、プラネタリウム再開

など（１７件） 

◆議案 

厚真町立学校における働き方改革アクショ

ン・プランの改定について（１件） 

◆協議 

平成３０年度全国学力学習状況調査結果の町

民公表について、平成３０年度全国体力・運動

能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載について（２件） 

◆その他 

教育委員と小中学校ＰＴＡ役員保護者懇談会

の開催についてなど（２件） 

★問合せ 

教育委員会学校教育グループ 

☎２７－２４９４ 

 

 

 

 

 

 

 

キャロライン先生を講師に、冬季(１～３月

期)の英会話教室を開講します。英語に苦手意識

のある方も楽しく参加できます。英語でコミュ

ニケーションをとるチャンスです！ 

参加希望の場合は、事前に電話にて申し込み

をお願いします。 

皆様の参加をお待ちしております！ 

日 程 １月２３日から３月１３日まで 

     毎週水曜日 午後６時から７時 

場 所 青少年センター２階 研修室 

対 象 英会話に興味のある中学生以上の町民の方 

内 容 英会話や筆記を交えながら、外国の文化や

生活習慣等について学びます。 

申込み 教育委員会 社会教育グループ 

 ℡２７－２４９５ 

  

 

 

 

 

 
１２月１２日付けで新しい外国語指導助手

のキャロライン先生が着任されました。先生

はカナダ出身の２６歳。大学卒業後はカナダ

で小学校の教員として活躍されていました。 

 

～キャロライン先生からメッセージ～ 
初めまして！私の名前はキャロライン・コ

リア―です。「キャロ」と呼んでください。 
カナダ出身で、もちろん英語が話せます

が、フランス語が母国語です。バレーボール
やスケートなどのスポーツ、そして食べるこ
ととお祭りが好きです！ 
厚真町でこれから様々な経験ができるこ

とを楽しみにしています。 
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◆青少年センター・創作館 

１２月 29日【土】～１月 6日【日】休 館 

◆スポーツセンター・スタードーム 

１２月３１日【月】～１月５日【土】休 館  

※１月６日から全館完全再開いたします。長期間にわたり、大変ご不便をおかけいたしました。 

 皆様のご理解とご協力に心から感謝申し上げます。 

 

 
 

青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

●投影日時 

・毎週火曜日 午後３時３０分～ 

・毎週土曜日 午後１時３０分～ 

※１月５日（土）は年末年始のため休館いたしますので、プラネタリウムの投映はありません。 

※グループ、団体などでご利用をご希望の際は、事前にお問い合わせください。 

●投影内容 

 １ 冬の星座解説 

 ２ 天の川銀河 

 

お問合せ先：教育委員会社会教育グループ 

２７－２４９５ 

～１月の予定～ 

小学生読書感想文コンクール作品募集のお知らせ 

今年も読書感想文コンクールの季節がやってきました。本の感想を文章にする

作業は自分の気持ちを整理する練習になります。また感想を書くために読み直す

ことで、初めて読んだ時に気が付かなかったことを発見して読書の楽しみが広が

ります。詳しい応募の決まりは学校の先生に確認してください。 

応募作の中から学年ごとの優秀作品を選び表彰します。また、読書感想文を応

募してくれた児童には参加賞があります。皆さんの応募を楽しみに待っています。 

 返却忘れはありませんか？ 

本の裏に「あつま」「北海道立図書館」のシール

が貼ってある本は図書室の資料です。図書室カウ

ンターまたは返却ポストへ返してください。 

現在借りている資料の確認はカウンターでできま

すので、お申し出ください。 

2018 年 12 月 28 日(金)まで 開館 

12 月 29 日(土)から 1 月 6 日(日)まで休館 

2019 年 1 月 7 日(月)から 通常開館 

年末年始の開館スケジュール 
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実用書 

 

 

 ■1月の休館日 

1日（火）～6日（日） 年始休館日 

 １４日（月) 成人の日 

 

■青少年センター図書室開館時間 

 午前９時～午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時～午後７時（火・木） 

■厚南会館図書室 

 午前 9時～午後 5時（月～日） 

※毎月５日・20日が土日・祝日の場合は 

休館となります。 

 

絵 本 
 

 

文芸書 児童書 

■1月の移動図書 

・上厚真小学校 

 18日（金）、25日（金） 

 午前 10時 10分～10時 25分 

 

・ともいき荘 

２５日(金) 午後 2 時 00分～2時 30分 

 

■おはなしのびっ子 

場所：厚真子育て支援センター 

 24日(木) 午前 10時～10時 30分 

・曙に咲く          蜂谷 涼/著 

・一億円のさようなら     白石一文/著 

・静かに、ねえ、静かに   本谷有希子/著 

・隠密同心 闇の密約     小杉健治/著 

・弁当屋さんのおもてなし  喜多みどり/著 

・牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 

内館牧子/著 

  ・熱帯           森見登美彦/著 

・10歳からのプログラミング 

・グレッグのダメ日記 さすがにへとへとだよ 

ジェフ・キニー/作 

・まっしょうめん！      あさだりん/作 

・伝説のオリンピックランナー 

“いだてん”金栗四三     近藤隆夫/作 

・せかいでさいしょのポテトチップス 

アン・ルノー/作 

・みずとはなんじゃ？      かこさとし/作 

・ここにも！そこに！ダニ  皆越 ようせい/作 

・うみのごちそうしろくま   柴田 ケイコ/作 

・それしかないわけないでしょう 

ヨシタケシンスケ/作 

・だいこんさんおふろにはいる 岡田よしたか/作 

・ぼくのばしょなのに      刀根 里衣/作 

・ふって！ふって！ぺこぺこバニー 

クラウディア・ルエダ/作 

・野菜たっぷり下味冷凍パスタ 池上正子/著 

・日本国紀          百田尚樹/著 

・金栗四三の生涯  

・奇跡の集落         多田朋孔/著 

・あつあつ！グラタンとオーブン焼きの本 

・俳句歳時記 冬       角川書店/編 

・じゃがいも・ブック     阪田阿希子/著 

・僕達は、宇宙のことぜんぜんわからない 

          ジョージ・チャム 他/著 

・サカナとヤクザ        鈴木智彦/著 

新着図書紹介 
ここで紹介した以外にも新着図

書がありますので、ぜひ図書室

までお越しください。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 いつもより少しのんびりとやってきた雪の便り。待ってましたとばかりに雪遊びのリクエストが飛

んできました。まだ誰の足跡もついていない雪原に向かって子どもたちが駆けていく姿を、今年はど

こかほっとした気持ちで眺める冬の始まりです。 

 地震発生以降、休止となっていた放課後子ども教室・通常教室（平日の活動）が 11 月 20 日（火）

より再開となりました。子どもたちの元気な「ただいま！」の声が響き、いつもの毎日が帰ってきた

ことを実感します。再開を前に、「放課後教室が始まったら何をしたい？」と子どもたちに聞くと「お

やつ作りやモノ作りがいい」「みんなで鬼ごっこをやりたい」「バレーボールの練習」という声があっ

たので、11 月の活動では子どもたちが活動内容を決める遊び会議や、フルーツ白玉のおやつ作りをし

ました。遊び会議では全員でスポーツ鬼ごっこやカタキをして遊びました。チーム決めやルールの確

認も自分たちで進める子どもたち。子どもたちの中に、ここは自分たちでつくる遊び場だという意識

が強くなったように感じました。フルーツ白玉も白玉をお団子にしてゆでる係、果物を切る係など役

割分担をして、美味しいおやつを作ることができました。たくさん作ったお団子も、あっという間に

完売です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 月のプログラムでは、間もなくやってくるクリスマスにちなんだレクリエーションゲームや、毎

年恒例のしめ縄づくりを行いました。レクリエーションゲームでは、サンタとトナカイ姿の子どもた

ちが、そりにプレゼント（ボールや風船などの小物）を乗せ増やして速さを競うリレーをしました。

最初は優勢だったチームも、周回を重ねるごとに距離が縮まり、最終的には白熱した試合展開になり、

応援にも熱が入ります。この時期、毎年実施しているのがしめ縄づくりです。農家の方から分けてい

ただいた稲わらで、今年も可愛らしいしめ縄ができました。力を入れて藁（わら）をよるという作業

は、特に低学年の子どもたちには難しい作業です。途中で緩んでしまったり、編む方向が反対になっ

てしまったり、なかなか苦労しながらも、新しく迎える年が良い一年になるように願いを込めて一生

懸命つくりました。子どもたちの願いがかなうことを願います。 

 子どもたちにとっては待ちに待った冬休み。クリスマスやお正月と楽しみにしていることがいっぱ

いです。忍び寄るインフルエンザの影につかまらぬよう、穏やかに良いお年をお迎えください。 


